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様式第３号（第７条関係） 

 

会  議  録 

 

１ 附属機関の会議の名称 

   水戸市笠原市民センター運営審議会 

 

２ 開催日時 

   平成 28年６月 21日（火）午後２時 00 分から午後３時 30分まで 

 

３ 開催場所 

   水戸市笠原市民センター 

 

４ 出席した者の氏名 

（１）委員 

   大竹 隆志，小林 茂，長岡  興，涌泉 延江，秋山 理恵，増田 年男 

（２）執行機関 

   井上 雄策，長洲 正子 

（３）その他 

     

５ 議題及び公開・非公開の別 

（１）報告事項 

① 平成 27 年度市民センター利用状況について（公開） 

（２）協議事項 

① 平成 28 年度市民センター運営方針及び重点目標について（公開） 

② 平成 28 年度市民センター定期講座について（公開） 

③ その他（公開） 

 

６ 非公開の理由    なし 

 

７ 傍聴人の数     ０人 

 

８ 会議資料の名称 

   平成 28年度笠原市民センター第１回運営審議会 



2 
 

９ 発言の内容 

  会長 報告事項①平成 27年度市民センター利用状況について，市民センター事務局 

から説明をお願いします。 

 

執行機関 平成 27年度市民センター利用状況について説明します。 

  初めに「団体別利用状況」について説明します。区分は，市民センター・社会教育団体・

市県関係・その他となり，資料の下に参考として，区分の団体について載せておりますので

参考にしてください。そして，合計と前年度との比較を申し上げます。 

  市民センター 合計 483 件 人員 7,920 名，前年比 件数 31 件の増 人員 1,286 名の増

です。 

  社会教育団体 合計 102 件 人員 2,481 名，前年比 件数 13 件の減 人員 842 名の減で

す。 

   市・県関係 合計 107 件 人員 1,646 名，前年比 件数８件の減 人員 259 名の減です。 

   その他 合計 693 件 人員 8,081 名，前年比 件数 76 件の減 人員 157 名の減です。 

   全体の合計で，1,385 件 人員 20,128 名，前年比 件数 66件の増 人員 25名の減です。 

 

   次に図書利用状況について，説明します。 

   合計で，利用人員 40 名 利用冊数 109 冊，前年比 利用人員７名の増，利用冊数３冊の

減です。 

 

   次の部屋別利用状況については，資料をお目通し願います。 

 

以上，平成 27年度市民センター利用状況の説明を終わります。 

 

  会長 報告事項①の説明が終わりましたが，この件で質問がありましたらお願いします。 

 

  委員 26 年度に比べて 27年度の利用件数や利用人員が増えたのはなぜですか。 

 

執行機関 27 年度に緑岡市民センターが耐震工事で利用できなかったため，緑岡市民セン

ターを利用していた団体が，当市民センターを利用したためと考えます。 

 

  委員 図書の利用が少なくなりましたね。 

 

  会長 質問・意見がなければ，次の協議事項 平成 28年度市民センター運営方針及び

重点目標について，平成 28 年度市民センター定期講座について，市民センター事務局

から説明をお願いします。 

 

執行機関 平成 28年度市民センター運営方針及び重点目標について説明します。 

４ページの平成 28 年度水戸市の市民センター運営方針は，近年の市民を取り巻く様々な

状況が大きく変化する中，市民が安心して暮らし，幸せを感じられるまちづくりには，今後
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ますます地域コミュニティ活動と生涯学習活動の推進が必要となります。市民センターにお

いては，地域コミュニティ活動の拠点として，その継続や発展に向けた支援に努めるととも

に，生涯学習活動の拠点として，その充実や成果を生かす環境づくりに努め，さらには，東

日本大震災での経験を踏まえ，地域防災活動の拠点としての機能充実を図っていくものとす

る。 

次に，笠原市民センターの重点目標は，地域コミュニティ活動の支援として，４つの項目

を設けました。１つは，自主的な地域コミュニティ活動の推進を図るため，昨年度作成した

「笠原地区コミュニティプラン」に基づき，地域自らが地域の将来像や課題を共有し，特色

ある地域づくりや課題の解決に向けた活動への支援に努めていきたい。 

２つ目は，地域コミュニティ推進体制の充実・連帯強化として，町内会（自治会）への加

入促進については，町内会長（自治会長）や地区会の関連団体と連携協力し，加入促進が図

れるよう支援していきたい。また，地域リーダーづくりの推進については，市が実施してい

る研修会へは次世代を担う若い世代のリーダーの参加を促し，地域コミュニティ組織の継続

化が図れるよう支援していきたい。 

３つ目は，市民センターの機能充実と有効活用として，市民センターにおける様々な活動

環境の一層の充実に向け，利用の少ない図書室を仮設のコミュニティルームとして活用でき

るよう整備を進める。また，利用者の高齢化を配慮し，洋式トイレの整備や老朽化したホー

ルのカーテンについても整備を進めていきたい。 

４つ目は，地域防災活動の推進として，災害発生時の初動対応については，地域における

防災組織か重要な役割を担うことから，今年度も笠原地区防災訓練の実施に向け，市の担当

課や関連機関等との連絡調整を図り，より効果的な訓練となるよう支援していく。また，今

年度予定されている地域防災マップの作成に際しても，市の担当課や関連機関等との連絡調

整を図り，様々な情報が盛り込まれる防災マップになるよう支援していきたい。 

次に，生涯学習活動の推進として，学習機会の充実を図るため，「個人の要望」する学習

による生きがいづくりを進めるとともに，「社会の要請」に応じた，現代的課題を取り扱っ

た学習機会の提供に努めていく。また，学習活動の成果を発表する場の提供として，11 月

に文化展を開催する。限られたスペースを最大限に活用し，地区会の文化事業と同時に開催

することで地域交流も図っていきたい。 

 

 平成 28年度市民センター運営方針及び重点目標についての説明は以上です。 

 

 次に，②平成 28年度市民センター定期講座について，説明します。 

 １の定期講座の募集については，４月 11日から４月 22 日まで行いました。応募結果に 

ついては，６ページを御覧ください。１の教室については，今年度新たに２つの講座を開設 

しました。 

１つは，笠原俳句教室で，講師 天下井先生 募集 20 名に対し 13 名の応募があり， 

２つ目のさわやか卓球教室で，講師 秋山先生 募集 15 名に対し 15名の応募がありま 

した。 

 

次に，２のクラブについて，講座名・講師名・募集人員・活動人を申し上げます。 
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なお，募集人員は継続者を除き募集しております。 

 茶道クラブ，福田幸司先生，募集２名，活動 15 名です。 

 書道クラブ，大橋稔先生，募集１名，活動 18 名です。 

 お菓子づくりＡクラブ，塚原秩子先生，募集２名，活動 10 名です。 

 お菓子づくりＢクラブ，塚原秩子先生，第３木曜日，募集空待ち，活動 16 名です。 

 シルバークッキングクラブ，菊地ふさ子先生，募集４名，活動 19 名です。 

 絵手紙クラブ，茅根啓子先生，募集 10 名，活動 11 名です。 

 陶芸クラブ，長岡興先生，募集５名，活動 18 名です。 

 英会話クラブ，ﾛｯｼ・ﾄﾆｰ・ｼﾞｰﾝ先生，募集 10 名，活動 16 名です。 

 歌謡クラブ，金澤はるみ先生，募集 10 名，活動 37 名です。 

 演歌舞踊クラブ，石川満佐子先生，募集５名，活動 10 名です。 

 オカリナクラブ，野内敏子先生，募集５名，活動 13 名です。 

 筝曲クラブ，笹井知世先生，募集空待ち，活動 10 名です。 

 大正琴クラブ，阿久井恵美先生，募集５名，活動 10 名です。 

 ヨーガＡクラブ，関谷真央先生，募集２名，活動 18 名です。 

 ヨーガＢクラブ，鯉沼千加子先生，募集６名，活動 18 名です。 

 空手体操クラブ，長谷川智行先生，募集３名，活動 12 名です。 

 太極拳クラブ，江面久子先生，募集２名，活動 40 名です。 

 エアロビクスクラブ，菊池真理子先生，募集８名，活動 13 名です。 

 フォークダンスクラブ，池田洋子先生，募集５名，活動 20 名です。 

 

 平成 26年度市民センター定期講座についての説明は以上です。 

 

  会長 協議事項①・②の説明が終わりましたが，この件で質問がありましたらお願いし 

ます。 

 

  委員 他の市民センターで，コミュニティルームはどのくらい設置されているか。 

 

執行機関 新しく建てられた市民センターには，設置されている。全部で５，６か所だと思

います。 

 

  会長 他に意見がないようでしたら，以上をもちまして運営審議会を終了いたします。 

 本日は，御苦労様でした。 


